
KEIKYU PREMIERE POINT PRESS
│7月号│2018年6月20日発行（通巻159号）
京急プレミアポイント事務局
0120-014-521（10：00～17：00 年末年始を除く）

編集：（株）京急アドエンタープライズ
検　索京急プレミアポイント 会員登録いただくとおトクがいろいろ！

メルマガ会員募集中！

KEIKYUポイントため～る月2回
配信

今 す ぐ 登 録

京急プレミアポイントプレス今月号およびバックナンバーは、HPからもご覧いただけます。

※京急ストア みなとみらい店・伊勢佐木町店は除きます。 ※土日・祝日のお問い合わせについては、ご回答および
ご対応ができない内容がございますので、ご了承ください。

事前に登録されたPASMOを使って、
対象店舗でお買い物いただくと…

でお買い物!1

1回のお買い物200円（税込）につき、
京急プレミアポイントを
1ポイント進呈！

京急プレミアポイントをGET！！2

etc.対象
店舗

※京急駅ナカ店舗限定

※「PASMO」は（株）パスモの登録商標です。

事前にモバイルサイト「ＫＥＩＫＹＵポイントため～る」にて、お手持ちの京急プレミア
ポイントカードとＰＡＳＭＯのご登録をいただき、ご登録済みＰＡＳＭＯを使用
して、京急線の駅ナカポイントサービス対象施設でお買い物いただくと、京急
プレミアポイントが付与されます。

※ご登録できる交通系ＩＣカードはＰＡＳＭＯ
に限ります。※ポイント付与は月初から月末
までの対象お買い上げポイントを積算し、翌
月２０日頃にポイントを付与いたします。お会
計時にはポイント付与されません。※「京急
駅ナカポイントサービス」の対象施設では
ポイント券はご利用いただけません。

京急プレミ
ア

ポイントカ
ード

※登録可能
時間 6:00

～24:00mobile.keikyu-point.jp

を登録！
&まず

は!

Sweets  Ca lendar

お問い合わせ

お問い合わせ

京急ストア

通常より約2週間長く栽培し、
甘みが一層際立った「三浦かぼちゃ」。
三浦市農協 野菜ソムリエの
大内さん考案レシピを
ご紹介します。
ホクホク感と旬の甘みを
ぜひ味わってみてください。

京急百貨店

［期　　間］ 6月29日（金）スタート
［会　　場］ 各階＝各売場

［期　　間］ 6月29日（金）～7月8日（日）

［期　　間］ 7月1日（日）～31日（火）
三浦かぼちゃフェア開催

100円につき1P（食品・レストラン等は200円につき1P）［商品お買上げ］

カードご利用時の特典（P：ポイント）
108円につき1P（セール品等一部除外もございます）［商品お買上げ］

■交通／京急線上大岡駅直結  
TEL 045-848-1111（代表）  http://www.keikyu-depart.com

お問い合わせ

カードご利用時の特典（P：ポイント）
216円につき1P［商品お買上げ（一部専門店・商品除く）］
100円につき1P［商品お買上げ（一部専門店・商品除く）］

京急ストア、京急ストアスパーク、もとまちユニオン 各店  
http://www.keikyu-store.co.jp

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

カードご利用時の特典（P：ポイント）
108円につき1P［商品お買上げ］

100円につき1P［商品お買上げ］

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

［期　　間］ 7月24日（火）まで
［営業時間］ 10：00～20：00
 ※最終日7月24日（火）は、当会場のみ17：00に閉場いたします。

［会　　場］ 7階＝催事場

京急百貨店
お中元ギフトセンター

京急プレミアポイント 
クレジットカード会員様特典 京急プレミアポイント ゴールド

京急プレミアポイント シルバー10%OFF
ハートフルギフト 約500商品が

京急プレミアポイント
クレジットカード
をご提示ください。

↑青の
マークが目印

京急 夏の大市

◎実施店舗：京急ストア、京急ストアスパーク、もとまちユニオン 各店
※一部店舗を除く

（新橋：もとまちユニオン、高輪：EAST B1F 京急ストア、久里浜：1F・4Ｆ 日本旅行は216円につき1P）

※一部店舗は除く

7PRESS
KEIKYU PREMIERE POINT

JULY

京急プレミア
ポイントプレス

特集　海辺の憩い

全国各地より
郷土色ゆたかな風鈴が
集い賑わう「風鈴市」は
7月18日～22日開催。

◎京急大師線
川崎大師駅下車
徒歩8分

川
崎
大
師

■交通／京急線・横浜市営地下鉄線上大岡駅直結
TEL 045-848-7800【ウィング 上 大 岡 】

ウィング新橋・ウィング高輪
ウィング上大岡・ウィング久里浜

http://www.wing-net.ne.jp

■交通／京急線・JR線品川駅高輪口から徒歩1分
TEL 03-3449-1436【ウィング高輪 WEST】

■交通／京急線・JR線品川駅高輪口からすぐ
TEL 03-3441-4481【ウィング高輪 EAST】

■交通／JR新橋駅汐留口正面、東京メトロ銀座線、
　　　　都営地下鉄浅草線新橋駅改札から地下通路で連絡、
　　　　新交通ゆりかもめ新橋駅改札から徒歩1分

TEL 03-3573-7304 【 ウ ィン グ 新 橋 】

TEL 046-834-8958【ウィング 久 里 浜 】
■交通／京急線京急久里浜駅直結

ウィング新橋・ウィング上大岡・ウィング久里浜では、
更にお得なスポットセールを実施いたします。

半期に一度のクリアランスセールがいよいよスタート！
夏物ファッションがお買得です。

この夏欲しかったアイテムが早くもプライスダウン。
ビッグセールならではの
スペシャルプライスをお見逃しなく！

※売場・ブランドによって、スタート日が異なります。

※ウィング新橋は一部改装休業中。



プレミアポイント＆サービス

クレジット会員がクレジット決済した場合、基本ポイントに加え付与されるポイント

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

基 本 ポ イ ント

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

基 本 ポ イ ント 基 本 ポ イ ント

クレジット会員特典

クレジット会員特典

クレジット会員特典

京急プレミアポイントカード提示で付与されるポイント

クレジット機能付ポイントカード提示で受けられる特典京急ポイント
カード

京急百貨店
カード

ポイント専用カード（ポイント会員）クレジット機能付ポイントカード（クレジット会員）

京急プレミア
ポイント クリスタル
（三塔デザイン）

京急プレミア
ポイント クリスタル
（ポルルンデザイン）

特典対象
カード

京急プレミア
ポイント クリスタル

京急プレミア
ポイントPASMO

京急プレミア
ポイント ゴールド

京急プレミア
ポイント シルバー

［入 浴 料］ 大人 1,000円（税込）／小学生 500円（税込） ※小学生未満は無料
                    ※レンタルタオルセット（バスタオル・フェイスタオル）別途300円（税込）
［営業時間］ 日帰り入浴 11：00～22：00（最終受付21：30）
　　　　　 レストラン潮彩 11：00～19：00ラストオーダー（休前日は19：30ラストオーダー）
                    ※7月・8月の日帰り入浴は営業時間制限となります。（詳しくはHPにてご確認ください） 

［入 館 料］ 平日  大人（中学生以上） 1,500円（税込）
　　　　　 土・日・祝日  大人（中学生以上） 1,900円（税込）
                全日  小人（小学生） 1,100円（税込）
                    ※バスタオル・フェイスタオル付
［営業時間］ 10：00～23：00（最終受付22：30）

［料 　 金］ 40分（上半身or下半身or背面のみ） 4,800円（税込）
　　　　　 60分（全身トリートメント） 8,000円（税込）
［営業時間］ 10：00～22：00（最終受付21：00）

天然ミネラルたっぷりの
珍しい海洋泉（海水風呂）に、
お得に日帰り入浴！

ホテル京急油壺 観潮荘
露天風呂から小網代湾の絶景を堪能！

おすすめ
ポイント

［受付時間］ 通常月/9:00～17:00 
　　　　    7・8月/9:00～18:00 ※土日は8:00から営業
［定 休 日］ 火曜日 （7・8月は無休）

［受付時間］ 平日 9:00～21:00 
　　　　    土・日・祝日 9:00～17:30
［定 休 日］ 水曜日
［営業内容］ 普通自動車（MT・AT）、自動二輪車 大型（MT・AT）・普通（MT・AT）、
　　　　　 限定解除（普通自動車・自動二輪車）、各種講習、その他 

通常価格 29,000円（税込）
➡クレジット会員価格27,550円（税込）※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

外貨両替専門店 トラべレックス
換金レート特別優遇サービス実施中！

気軽に利用できて
お肌しっとり&
デトックス効果も！

城ヶ島京急ホテル
三浦半島の最南端で安らぎの日帰り入浴！

おすすめ
ポイント

インストラクター付きなので
初めての方でも安心！
海上散歩を満喫しましょう！

マリンボックス100
実際に舵を握って、海上で風を切ろう！

おすすめ
ポイント 立地条件に満足！

サービスやコースも
各種充実！

カードご利用時の特典（P：ポイント）

海辺の憩い 夏の陽ざしに誘われて、三浦半島へ出かけよう！
東京湾と相模湾に囲まれた、絶好のロケーションで
リフレッシュできる人気スポットをご紹介します。

レストラン「潮彩」でのお食事＆日帰り入浴
セットプラン（お盆時期を除く平日限定）

温浴施設SPASSO

アロマトリートメントサロン Grand Mimpi（事前予約制）

◆しおさい弁当+日帰り入浴…2,500円（税込）
◆特選あわび御膳+日帰り入浴…3,000円（税込）

TEL 046-881-5151  http://www.misakikanko.co.jpお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

創立50有余年の実績で「親切・ていねい」実践的な教習！

鴨居自動車学校

カードご利用時の特典

各店舗へお問い合わせください。

カードご利用時の特典

（日帰り入浴）1回1名につき10P （グランミンピ）108円につき5P ※ボディケアルームfineを除く
100円につき1P［SPASSO］

カードご利用時の
特典（P：ポイント） 1回1名につき20P+20%割引［日帰り入浴］※セットプランを除く カードご利用時の

特典（P：ポイント） 1回1名につき20P+20%割引［日帰り入浴］

TEL 046-844-4848 https://www.go-spasso.jp
TEL 046-872-1550 https://www.marinebox.co.jp

お問い合わせ TEL 046-881-5211 http://www.misakikanko.co.jp

■交通／京急線馬堀海岸駅から無料送迎バス8分 車の場合、横浜横須賀道路「馬堀海岸インター」より5分

カードご利用時の特典（P：ポイント）

■交通／京急線新逗子駅から徒歩15分

海まで３０秒のクラブハウスも利用料無料！
シャワールーム・休憩ルーム完備で女性も安心。
屋上からは逗子湾が一望できます♪

～ディンギーヨット１DAY貸切コース～

［入 浴 料］ 大人 1,000円（税込）／小学生 500円（税込） ※小学生未満は無料 
                    ※レンタルタオルセット（バスタオル・フェイスタオル）別途300円（税込）
［営業時間］ 日帰り入浴 11：00～18：00（最終受付17：30）

おすすめ
ポイント

浴

観音崎京急ホテル
日帰りSPAやリラクゼーション施設も充実！癒 遊

浴

替

学

■交通／京急線三崎口駅から京浜急行バス約30分 、終点「城ヶ島」下車徒歩5分■交通／京急線三崎口駅から京浜急行バス約15分 、「京急油壺マリンパーク」下車すぐ、または「油壺」下車徒歩5分

ヨットスクール料金5％割引  ジェットスキー免許講習2,000円割引

お問い合わせ・ご予約 お問い合わせ・ご予約

※現金で3万円相当以上のご両替時のみ。
カードご提示で特別優遇レートを適用

（入校時）7,000P［普通自動車免許］・3,000P［普通自動二輪車免許］
※パックプランは除く。

特集

どちらも1,000円お得！！ ※当日フロントにてチケットを
　ご購入の上、ご利用ください。

※上記いずれも他の優待との併用はできません。

※別途スパッソ入館料
　がかかります。

広々とした内湯と露天風呂をお楽しみいた
だけます。オーシャンビューが素晴らしい人工
ラジウム鉱泉の露天風呂は、ラジウムによっ
て入浴水が軟水化され、お肌に潤いを与え
新陳代謝を活発にして自然治癒力を高めて
くれます。最高のリラクゼーションタイムを
ご堪能ください。

地元走水の湧き水「ヴェルニー水」を使用。カルシウム、マグネ
シウムが豊富で雑菌の少ない綺麗な水を使用しております。

血液やリンパの流れを促進。肌本来の美しさを引き出します。

※写真はイメージです。

グラン　　　　   ミンピ 女性
限定

世界最大級の外貨両替専門店「トラベレックス」の下記対象店舗にて、京急のクレジッ
ト機能付ポイントカードをご提示いただくと、特別優遇レートを適用させていただきます。

豊富な33種類の
お取扱い通貨

横浜ポルタ店

TEL 045-440-5850

  横浜駅東口地下街ポルタ
「日本旅行 横浜ポルタ支店」内

京急品川店

TEL 03-6408-5644

  京急線「品川駅」構内１階
「京急ツーリストインフォメーション
  センター品川駅」内

JR 品川駅

京急横浜店
京急線「横浜駅」構内
京急線中央改札前

TEL 045-440-6291

▶▶ 対 象 店 舗 ▶▶

羽田空港国際線
ターミナル駅店

TEL 03-5708-7191

京急線「羽田空港国際線ターミナル駅」
構内３階

鴨居駅から近く、通学しやすい自動車教
習所です。送迎バスやインターネット予
約、無料託児室なども完備しております。
また、ベーシックコース・オプションコース
（短期集中コース・お急ぎスケジュール
コース・二輪車スケジュールコース・8日
間先取りコース）からご自分に合った
コースをお選びいただけます。

■交通／JR横浜線鴨居駅から徒歩3分
TEL 045-931-5388  http://www.kamoi-ds.co.jp

※1艇チャーター
　貸切 最大3名様
　まで乗船可能

バリ式アロマボディ


